
 
 

 
 
 
 
                                            
  
 
２月 13 日（木）に学園歌の披露の会を行います。披露の会に

向けて、12 月より学園歌を練習してきました。毎朝、１年生や２年
生の教室からも、美しい歌声が、後期課程からは、混声合唱の
素敵な響きが聴こえてきます。お昼の放送の時間には、各学級で

の練習の様子を伝え、お互いの歌声を聴き合うことで気持ちを高
めています。２月に入ると、いよいよ全校での練習が始まります。三
部合唱として、保護者の皆様の前で披露できることが楽しみになっ
てきました。 
ご家庭でも、ぜひとも話題にしていただき、素敵な会にできるようご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

1月 17日(金)の昼休み、「伝統を引き継ぐ会」に向けての歩み出し

が行われました。9 年生から、最高学年として大切にしてきたことや代
々引き継がれてきている桑原の文化「掃除」「合唱」「挨拶」「授業」
「花活」の継承への願いが伝えられました。このことを受けて、7･8 年
生は、合唱の取組や掃除の姿、花活動の様子、挨拶の仕方や授
業の教え合う姿等、先輩の姿を観たり聴いたりして、どんな気持ちで
、何を引き継いでいくのかを考えました。実際に見せてもらうと、自分
達と同じことを同じ時間に行っているのに、先輩達のどんな活動にも
真剣に打ち込む姿や自分達で創り上げようとする思いに、驚かされま
した。 
 2月 17日（月）には「伝統を引き継ぐ会」が催されます。それまでの 1
ヶ月間、先輩から学んだことを意識して活動し、５つの柱への思いや

姿を確実に引き継ぎ、さらに向上させていけるようがんばります。   
会には多くの保護者の皆様にもご覧いただけたらと考えています。 
1 月 14 日（火）、6 年生は家族遊びのリーダーとしての役割を終え、

5 年生に役割を引き継いでいきました。これからは、5 年生がリーダー
となり、家族遊びを受け継いでいきます。1 月 29 日（火）の家族遊び
から、5年生が中心となって遊びを進めました。1年生から 6年生まで
が楽しめるには、どうすればよいかを考えながら進んで声をかけたり、リ
ードしたりして頑張りました。 

2 年生は、かけ算「九九」をおうちの方、担任、7，8 年生に、さらに
教頭先生、校長先生と聞いてもらい、確かな力にしようと頑張ってい

ます。子供たちは、「上がり九九」「下がり九九」「バラ九九」と 3 つの
ことに挑戦します。何度も何度も家庭で練習したのしょう。職員室に来
る頃には、すらすら言えるようになっています。 
このように、それぞれが自信を持って進級できるように、意欲的に生

活しています。2 月 13 日（木）の学級懇談会には、具体的な姿でお伝えできると思います。よろしくお願いい
たします。 

学園歌披露の会に向けて 
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JA 小・中交通安全ポスターコンクール 日本農業新聞賞 5 森 咲希 ジュニアテニス大会 小学生A級女子 準優勝 5 岡田 一瞳  

羽島市文芸祭 小中学生の部 現代詩部門 秀作賞 7 早川 慈恩 羽島市美術展 少年の部 書写 市長賞 5 田中 唯   

羽島市文芸祭 小中学生の部 短歌部門 入選 8 濱田 舞 羽島市美術展 少年の部 書写 優秀賞  4 横井 咲絢  

羽島市文芸祭 小中学生の部 俳句部門 入選 1 宮田 萌心 羽島市民新春マラソン大会 第２部  優勝 4 横井 咲絢  

羽島市文芸祭 小中学生の部 俳句部門 入選 2 中島 美空 羽島市民新春マラソン大会 第２部  3 位 ３ 小畑 颯也  

羽島市文芸祭 小中学生の部 俳句部門 入選 4 市来 涼馬 羽島市民新春マラソン大会 第２部 4 位 ３ 小畑 晴也  

羽島市文芸祭 小中学生の部 俳句部門 入選 5 楢原 伽里奈 市火災予防に関するポスター募集 優良賞 8 河合 結夢  

私が考えた学校給食メニューコンクール  優秀賞  5 早川 紗永 市火災予防に関するポスター展 優良賞 7 栗田 大  

私が考えた学校給食メニューコンクール  アイデア賞 5 岡田 一瞳 市火災予防に関するポスター展 羽島市長賞 7 早川 慈恩  

中学生人権作文コンテスト 奨励賞 7 早川 空良 県火災予防作品募集 県議会議長賞 7 早川 慈恩 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜行事の訂正について＞ 

 PTA 会資料の中に２月の年間行事予定として授業参観が、７日（金）後期課程、20 日（木）前期

課程とありましたが、今年度は 13 日（木）に学園歌披露の会と授業参観を重ね、学級懇談会も行い

ます。ご了承ください。 

＜受信用携帯電話について＞ 

文書でもお知らせをしましたが、1 月より学校に携帯電話が設置されました。学校からの発信専用

ですので、連絡がある場合は、固定電話の番号（058－398-8500）へおかけください。       

３月の現段階での予定 ２月の現段階での予定 

2/ ４日（火）心のアンケート 教育相談～７日 

5 日（水）野球教室（4～6 年） 

       ３年生歴史民俗資料館見学 

  ７日（金）命を守る訓練（不審者対応訓練） 

９日（日）テコンドー東京五輪最終選考会（桑原学園体育館） 

11 日（火）建国記念の日（祝） 

12 日（水）ひびきあい集会 

委員会（前期） 

13 日（木）学園歌披露の会 

学級懇談会 前期課程（教具購入日） 

進級説明会（６年生保護者） 

 14 日（金）町民文化祭準備 

 16 日（日）町民文化祭 

 17 日（月）伝統を引き継ぐ会 

 18 日（火）桑の実発表会（９年）豆腐作り（3 年） 

 19 日（水）委員会（前後期） 

 20 日（木）期末テスト１日目（7・８年） 

21 日（金）期末テスト２日目（７・８年） 

 22 日（土）リサイクル活動 

23 日（日）天皇誕生日（祝） 

24 日（月）振替休日 

26 日（水）クラブ（4～6 年） 

27 日（木）スクールカウンセラー来校 

 28 日（金）新入生入学説明会 

 29 日（土）リサイクル予備日 

 

3/ 2 日（月）交通安全指導 教育相談 

  ３日（火）給食訪問（９年） 

  ４日（水）クラブ      

  ５日（月）卒業式準備 

  ６日（火）卒業式 

 11 日（水）食育指導（4 年）  

 1６日（月）交通安全指導 

17 日（火）給食訪問（7 年） 

 19 日（木）教育相談 

 23 日（月）教育相談 

 26 日（木）修了式・離任式 

 27 日（金）学年末休業日 

 

桑原学園携帯電話番号  090-6387-7941（ご登録を） 

児童生徒の努力の足跡 ～よくがんばりました～ 

岐阜地区図書館教育表彰 最優秀賞受賞 
岐阜県ふるさと教育表彰 優秀賞受賞 
 図書館教育に力を入れたことを賞する図書館教育

表彰において、今年度、最優秀賞を受賞しました。岐

阜地区では 2 校の受賞です。今年度は、「読書センタ

ー」としての機能に加え「学習・情報センター」とし

ての機能を充実しました。新聞コーナーの充実や教科

学習に生かす調べ方の工夫コーナーなどを取り入れ、

子供たちが使いやすくしました。 

 また、岐阜県ふるさと教育表彰において、優秀賞に

輝きました。これからも地域とともにある学校づくり

に努めていきます。 

 

敬称略 


